【法人の沿革】
昭和５６年１０月

５日

社会福祉法人村上岩船福祉会認可

昭和５７年

４月

１日

知的障害者更生施設「浦田の里」開所（定員５０人）

平成 ５年

４月

１日

特別養護老人ホーム「たかつぼ」開所（定員７０人）

平成 ６年

４月

１日

知的障害者授産施設「みどりの家」開所（定員２０人）

平成 ８年

４月

１日

特別養護老人ホーム「ゆり花園」開所（定員３０人）

平成 ９年

４月

１日

特別養護老人ホーム「羽衣園」開所（定員５０人）

基本理念

一人ひとりの安心と笑顔のために

知的障害者更生施設「浦田の里通所部」開所（定員３０人）
平成１０年１０月

１日

特別養護老人ホーム「垂水の里」開所（定員５０人）

平成１１年

６月

９日

下越老人福祉協会と合併。特別養護老人ホーム「さつき園」経営の継承。（定員１００人）

平成１１年１０月

１日

知的障害者グループホーム「あかね寮」開所（定員５人）

平成１２年

１日

特別養護老人ホーム「いわくすの里」開所（定員８０人）

３月

身体障害者療護施設「いわくすの里療護園」開所（定員２０人）
平成１２年

４月

１日

介護保険法施行

平成１２年

７月

１日

法人本部事務局を「浦田の里」から「いわくすの里」内に移転

平成１３年

４月

１日

朝日村高齢者生活福祉センター「ふれあい羽衣」経営受託（定員１５人）

平成１３年１０月

１日

神林村在宅介護支援センターさつき園開所

平成１５年

４月

１日

支援費制度施行

平成１５年

９月

１日

特別養護老人ホーム「ゆり花園」２０床増床（定員５０人）

平成１６年

４月

１日

高齢者グループホーム「まつかぜ」開所（定員９人）

平成１７年

４月

１日

高齢者グループホーム「たかつぼ」開所（定員９人）

平成１８年

４月

１日

障害者自立支援法施行
特別養護老人ホーム「羽衣園」２０床増床。増床部分は県北初のユニット型特養（定員７０人）
知的障害者授産施設「みどりの家朝日分場」開所（定員１０人）

基本方針
１．私たちは、個人の尊厳と権利を尊重し、自立した生活を応援します。
２．私たちは、福祉の専門職としての自覚を持ち、良質なサービスの提供に努めます。
３．私たちは、地域に理解され、開かれた施設を目指します。

朝日村高齢者生活福祉センター「ふれあい羽衣」指定管理受託
平成１８年１０月

１日

浦田の里相談支援事業開始

平成１９年

４月

１日

知的障害者授産施設「みどりの家朝日分場」リネンサプライクリーニング事業開始

平成２０年

４月

１日

知的障害者授産施設「みどりの家朝日」精米事業及び米小売販売事業開始

平成２２年

４月

１日

グループホーム「いいのホーム」開所（定員５人）

平成 23 年 10 月

1日

特別養護老人ホーム「ゆり花園（短期入所）」5 床増床（定員 20 名）

平成 2６年

４月

1日

「羽衣園」ユニット型 21 床が地域密着型特別養護老人ホームに移行

平成２７年

４月

１日

グループホーム「みなみホーム」開所（定員２人）

平成 29 年

4月

1日

障害福祉サービス事業所「みどりの家」新築移転（定員 40 名）

社会福祉法人

村上岩船福祉会

〒958-0053 新潟県村上市上の山２番１７号

法人各施設の入所申込・問合せ・施設見学・研修・ボランティアについて、
ご希望のある方は、直接当該施設へお申し出ください。

法人本部事務局

電話
Fax
Mail
ＨＰ

０２５４（５０）２２２２
０２５４（５０）２２２３
jimu.honbu@murakamiiwafune.or.jp
http://www.murakamiiwafune.or.jp

昭和５７年４月開設

障害者支援施設浦田の里(入所 50 名、短期 6 名)
障害福祉サービス事業所浦田の里（通所）(40 名)
相談支援事業浦田の里
〒958-0036 新潟県村上市岩船 231-1
TEL 0254-53-1803

平成１１年１０月開設

●法人のあゆみ

社会福祉法人村上岩船福祉会は、昭和５６年１０月に知的障
害者更生施設浦田の里開設のため設立されました。当時は１
法人１施設でしたが、現在法人の運営する施設は、障害者施
設３施設、グループホーム３施設、特別養護老人ホーム６施
設、認知症高齢者グループホーム２施設です。
開設当時は福祉圏域｢村上圏｣として県北に位置し、村上市
と岩船郡の１市２町４村でしたが、平成２０年度の市町村合
併により村上市と岩船郡の関川村及び粟島浦村の１市２村と
なりました。
●法人役員数
・評議員
１２人
・理 事
１１人
・監 事
２人

平成８年４月開設

特別養護老人ホームゆり花園(長期 50 名、短期 20 名)
在宅介護支援センターゆり花
〒959-3942 新潟県村上市勝木 862-10
TEL 0254-77-2475

平成９年４月開設

〒958-0857 新潟県村上市飯野 3-15-49

特別養護老人ホーム羽衣園(長期 49 名、短期 20 名)
地域密着型特別養護老人ホーム羽衣園(21 名)
デイサービスセンター羽衣(32 名)
居宅介護支援事業所羽衣
在宅介護支援センター羽衣

平成２７年４月開設

〒958-0251 新潟県村上市岩沢 1616
TEL 0254-72-0055

あかね寮(7 名)
〒958-0867 新潟県村上市大欠 10-6

平成２２年４月開設

いいのホーム(5 名)

みなみホーム(２名)
〒958-0852 新潟県村上市南町 2-7-57

平成１３年４月受託開始

高齢者生活福祉センターふれあい羽衣(15 名)
〒958-0251 新潟県村上市岩沢 1622
TEL 0254-72-6722

平成６年４月開設

障害福祉サービス事業所みどりの家(40 名)

平成５年４月開設

〒959-3403 新潟県村上市上助渕 1900-1
TEL 0254-62-7127

特別養護老人ホームたかつぼ(長期 70 名、短期 20 名)
デイサービスセンターたかつぼ(27 名)
居宅介護支援事業所たかつぼ
在宅介護支援センターたかつぼ

平成１８年４月開設

障害福祉サービス事業所みどりの家朝日(20 名)

〒959-3107 新潟県村上市下鍜冶屋 572-7
TEL 0254-62-1455

〒958-0264 新潟県村上市鵜渡路 1999-2
TEL 0254-72-0288

平成１７年４月開設

認知症高齢者グループホームたかつぼ(9 名)
TEL 0254-62-1478

平成１２年３月開設

特別養護老人ホームいわくすの里(長期 80 名、短期 20 名)
デイサービスセンターいわくすの里(30 名)
居宅介護支援事業所いわくすの里
在宅介護支援センターいわくすの里
障害者支援施設いわくすの里

平成１０年１０月開設

特別養護老人ホーム垂水の里(長期 50 名、短期 20 名)
居宅介護支援事業所垂水の里
在宅介護支援センター垂水の里

〒958-0053 新潟県村上市上の山 2-17
TEL 0254-50-2100

昭和５０年２月開設

特別養護老人ホームさつき園(長期 100 名、短期 20 名)
居宅介護支援事業所さつき園
在宅介護支援センターさつき園
〒959-3443 新潟県村上市北新保 683-9
TEL 0254-66-8877

〒959-3261 新潟県岩船郡関川村湯沢 728-1
TEL 0254-64-2322

平成１６年４月開設

認知症高齢者グループホームまつかぜ(9 名)
〒959-3443 新潟県村上市北新保 683-1
TEL 0254-66-8882

